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あつまれ！

 

 

 

県内テニススクールの指導
クラブや
今年は贅沢にテニスを満喫しちゃおう！

 

  

みんなの贅沢
スクールレッスン
（定員)各

キッズテニス
                  

レッスン
（定員）各部

【特別イベント！
     

     

 時 

    

        

 会  

《交 

 参 加

   申込方法

        

        

   申 込

   申込締切

そ の

   お問合せ

[共催]千葉県テニス協会・千葉県事業協会

日本女子テニス連盟千葉県支部・千葉県高等学校テニス専門部・千葉県中学校体育連盟テニス専門部

あつまれ！

 

県内テニススクールの指導
クラブやスクール
今年は贅沢にテニスを満喫しちゃおう！

  

なの贅沢    
スクールレッスン

各部 120 名 

キッズテニス    
                  

レッスン        

（定員）各部 50 名

特別イベント！
     12:10～「

  対 象 A、

  間 午前の部

      午後の部

    ※特別イベントにご参加の午後の部参加者は受付が必要です

  場  千葉県総合スポーツセンター

千葉市稲毛区天台町

 通》モノレール

バス  

車   

加 料 当日受付にて支払い（金額上記参照）

申込方法 E-mail

        【件名

        【文面

込 先 千葉県テニス協会

申込締切 平成

の 他 雨天中止。当日

為、ご希望に添えない場合がございます。

お問合せ 千葉県テニス協会事務局

千葉県テニス協会・千葉県事業協会

日本女子テニス連盟千葉県支部・千葉県高等学校テニス専門部・千葉県中学校体育連盟テニス専門部

あつまれ！千葉県｢第

 

県内テニススクールの指導
スクールのレッスン

今年は贅沢にテニスを満喫しちゃおう！

  

     
スクールレッスン 

  

     
                  

         

名     

特別イベント！】※午後の部参加者は

「100 万人ボレーボレー」「

、B コースいずれかにご参加の方

午前の部(受付

午後の部(受付

※特別イベントにご参加の午後の部参加者は受付が必要です

千葉県総合スポーツセンター

千葉市稲毛区天台町

モノレール JR 都賀駅より

  JR 稲毛駅東口・千葉駅東口

   京葉道路穴川インター

当日受付にて支払い（金額上記参照）

mail 又は FAX

【件名】テニスの日イベント申込み

文面】①参加者氏名・ふりがな

④連絡先電話番号

⑥希望コースと希望時間

⑦テニスレベル

千葉県テニス協会

平成 28 年 8 月

雨天中止。当日

為、ご希望に添えない場合がございます。

千葉県テニス協会事務局

千葉県テニス協会・千葉県事業協会

日本女子テニス連盟千葉県支部・千葉県高等学校テニス専門部・千葉県中学校体育連盟テニス専門部

千葉県｢第

  

県内テニススクールの指導者が天台に結集！
のレッスンを複数

今年は贅沢にテニスを満喫しちゃおう！

対 象：小学生～一般

 参加料：小中学生

 指導者：県内テニススクール予定

    その他：スポーツウエアと運動靴着用・ラケット持参

  

対 象：園児

参加料：500

 指導者：千葉県テニス協会ジュニア委員会

                   県内テニススクール予定

 その他：スポーツウエアと運動靴着用

 ラケット貸出あり

「TENNIS

※午後の部参加者は

万人ボレーボレー」「

コースいずれかにご参加の方

受付)9:20～9:45(

受付)13:15～

※特別イベントにご参加の午後の部参加者は受付が必要です

千葉県総合スポーツセンター

千葉市稲毛区天台町 323  

都賀駅より 7

稲毛駅東口・千葉駅東口

京葉道路穴川インター

当日受付にて支払い（金額上記参照）

FAX にて下記明記しお申込みください。

】テニスの日イベント申込み

①参加者氏名・ふりがな

④連絡先電話番号

希望コースと希望時間

テニスレベル

千葉県テニス協会 cta@mu2.so

月 11 日(木

雨天中止。当日 HP にて掲示します・グループ分け等は事前に事務局にて行う

為、ご希望に添えない場合がございます。

千葉県テニス協会事務局

千葉県テニス協会・千葉県事業協会 [後援]千葉県教育委員会・

日本女子テニス連盟千葉県支部・千葉県高等学校テニス専門部・千葉県中学校体育連盟テニス専門部

千葉県｢第１９

者が天台に結集！
複数一気に

今年は贅沢にテニスを満喫しちゃおう！ 

象：小学生～一般

参加料：小中学生 500

指導者：県内テニススクール予定

その他：スポーツウエアと運動靴着用・ラケット持参

園児～小学

500 円/部 

指導者：千葉県テニス協会ジュニア委員会

県内テニススクール予定

その他：スポーツウエアと運動靴着用

ラケット貸出あり ※初心者でも簡単にテニスが出来るプログラム

TENNIS PLAY＆STAY

※午後の部参加者は 11:30

万人ボレーボレー」「的当て大会

コースいずれかにご参加の方

9:45(開会式

～13:45(開会式

※特別イベントにご参加の午後の部参加者は受付が必要です

千葉県総合スポーツセンター テニスコート

 

7 分・千葉駅より

稲毛駅東口・千葉駅東口 京成バス草野車庫行き｢スポーツセンター入口｣下車

京葉道路穴川インター 柏方面

当日受付にて支払い（金額上記参照）

にて下記明記しお申込みください。

】テニスの日イベント申込み

①参加者氏名・ふりがな

④連絡先電話番号 ⑤メールアドレス

希望コースと希望時間

テニスレベル(初心者・

cta@mu2.so-net.ne.jp

木)または定員に達し次第終了

にて掲示します・グループ分け等は事前に事務局にて行う

為、ご希望に添えない場合がございます。

千葉県テニス協会事務局 TEL 047(

千葉県教育委員会・

日本女子テニス連盟千葉県支部・千葉県高等学校テニス専門部・千葉県中学校体育連盟テニス専門部

１９回テニスの日｣

者が天台に結集！ 
一気に体験する事が出来ます

象：小学生～一般 初中級者

500 円・一般

指導者：県内テニススクール予定 

その他：スポーツウエアと運動靴着用・ラケット持参

小学 4 年 

 

指導者：千葉県テニス協会ジュニア委員会

県内テニススクール予定 
その他：スポーツウエアと運動靴着用

※初心者でも簡単にテニスが出来るプログラム

STAY」にてレッスンを行います。

11:30～12:00 受付

的当て大会」(

コースいずれかにご参加の方  

開会式)9:45(レッスン

開会式)13:45(

※特別イベントにご参加の午後の部参加者は受付が必要です

テニスコート

分・千葉駅より 9分｢スポーツセンター駅｣下車、徒歩

京成バス草野車庫行き｢スポーツセンター入口｣下車

柏方面 3分 ※必ず駐車場をご利用ください

当日受付にて支払い（金額上記参照） 

にて下記明記しお申込みください。

】テニスの日イベント申込み  

①参加者氏名・ふりがな・性別 ②年齢・学年

⑤メールアドレス

希望コースと希望時間(午前・午後・両方

初心者・初級・中級等

net.ne.jp  

または定員に達し次第終了

にて掲示します・グループ分け等は事前に事務局にて行う

為、ご希望に添えない場合がございます。 

TEL 047(497)1425(

千葉県教育委員会・(公財)千葉県体育協会

日本女子テニス連盟千葉県支部・千葉県高等学校テニス専門部・千葉県中学校体育連盟テニス専門部

回テニスの日｣

する事が出来ます

初中級者    

円・一般 1,000 円

 

その他：スポーツウエアと運動靴着用・ラケット持参

指導者：千葉県テニス協会ジュニア委員会 

 
その他：スポーツウエアと運動靴着用 

※初心者でも簡単にテニスが出来るプログラム

にてレッスンを行います。

受付（午前の部参加者はレッスン受付

(豪華賞品を

レッスン)10:00

)13:45(レッスン

※特別イベントにご参加の午後の部参加者は受付が必要です

テニスコート(砂入り人工芝

分｢スポーツセンター駅｣下車、徒歩

京成バス草野車庫行き｢スポーツセンター入口｣下車

※必ず駐車場をご利用ください

にて下記明記しお申込みください。7/1(

②年齢・学年

⑤メールアドレス            

午前・午後・両方)

初級・中級等、自己

  FAX 047

または定員に達し次第終了 

にて掲示します・グループ分け等は事前に事務局にて行う

 

1425(月･水･金

千葉県体育協会 

日本女子テニス連盟千葉県支部・千葉県高等学校テニス専門部・千葉県中学校体育連盟テニス専門部

テニススクール

回テニスの日｣

する事が出来ます！ 

 

円/部   

その他：スポーツウエアと運動靴着用・ラケット持参

※初心者でも簡単にテニスが出来るプログラム

にてレッスンを行います。 

（午前の部参加者はレッスン受付

豪華賞品を GET しよう！

)10:00～12:00

レッスン)14:00～16:00

※特別イベントにご参加の午後の部参加者は受付が必要です(11:30

砂入り人工芝) 

分｢スポーツセンター駅｣下車、徒歩

京成バス草野車庫行き｢スポーツセンター入口｣下車

※必ず駐車場をご利用ください

7/1(金)受付開始

②年齢・学年 ③〒・住所

            

)            

、自己申告)               

047（497)8431

 

にて掲示します・グループ分け等は事前に事務局にて行う

月･水･金 9:00～15:00)

 [協力]千葉県シニアテニス連盟

日本女子テニス連盟千葉県支部・千葉県高等学校テニス専門部・千葉県中学校体育連盟テニス専門部 千葉市テニス協会

テニススクールが

回テニスの日｣ 

 

 

その他：スポーツウエアと運動靴着用・ラケット持参 

※初心者でも簡単にテニスが出来るプログラム 

 

（午前の部参加者はレッスン受付のみで

しよう！) 

12:00 

16:00 

(11:30～12:00)

分｢スポーツセンター駅｣下車、徒歩 15

京成バス草野車庫行き｢スポーツセンター入口｣下車

※必ず駐車場をご利用ください 

受付開始、先着順！

③〒・住所      

            

            

               

)8431 

にて掲示します・グループ分け等は事前に事務局にて行う

15:00) 

千葉県シニアテニス連盟

千葉市テニス協会 

が集結！

 

のみで OK） 

12:00) 

15 分 
京成バス草野車庫行き｢スポーツセンター入口｣下車 

先着順！ 

       

             

             

               

にて掲示します・グループ分け等は事前に事務局にて行う

千葉県シニアテニス連盟 

 

！ 

 

               


